
本サービスの申込みあたっては

「団体の枠を超えた学習機会の情報『利用規約』」を必ずご一読ください。

https://www.career-cc.org/event/#keizoku

※

※

※

受付期間・受付〆切日は主催団体ホームページでご確認ください

既に定員に達している場合もありますので、詳細は主催団体ホームページでご確認ください

自：主催団体の所属会員価格 / Ａ：ACCN会員価格 / 他：（自）（Ａ）以外の受講者の価格

継続学習支援サービス　対象講座一覧

開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

東京都

ＬＥＣ

中野本

校

2019/0

8/31

10：30

－17：3

0

LEC更新講習技能講習　発

達障害の就職支援・キャ

リア形成支援

キャリアコンサルティングに必要なレベルの発達障害に関する理解を深め、その

後、具体的な事例を用いて、「見立てと方針」「関係構築と目標設定」「職業キャ

リア構築」の手法について実践的に学びます。就労支援の現場で必要な発達障害に

関する知識を学びます。加えて、現場のキャリアコンサルティングに有効な支援方

法を演習を通じてトレーニングします。

20人 自 18,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/gino

u_hattatsu.htm

l

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

東京都

LEC水

道橋本

校

2019/0

9/01

10:30-1

7:30

LEC更新講習技能講習　企

業内キャリア形成支援の

為の実践カウンセリング

講習

中小企業内キャリア形成支援の特性等を理解し、事例検討を通し基本的な視点と面

接応答力を習得し、中小企業内キャリアコンサルティングに必要な実践的面接力を

磨きます。

20人 自 18,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/gino

u_kigyou.html

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

福岡県

LEC福

岡本校

2019/0

9/01

10:30-1

7:30

LEC更新講習技能講習　企

業内キャリア形成支援の

為の実践カウンセリング

講習

中小企業内キャリア形成支援の特性等を理解し、事例検討を通し基本的な視点と面

接応答力を習得し、中小企業内キャリアコンサルティングに必要な実践的面接力を

磨きます。

20人 自 18,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/gino

u_kigyou.html

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

大阪府

LEC梅

田駅前

本校

2019/0

9/06

18：45-

21：45

LEC更新講習技能講習　＜

キャリアレインボー＞を

活用した中高年支援

＜キャリアレインボー＞の理論を活用した中高年支援方法について実践的に学び、

中高年のキャリア形成を支援するキャリアコンサルタントの支援力を磨きます。

■「ワークシート」を用いたシリーズ講座です。補助教材としてワークブックを使います。ワークブッ

クは講座レジュメとして配布します。キャリア理論とその活用方法を学びたい方におすすめです。

20人 自 10,800円

Ａ 12,000円

他 12,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/work

_careerrainbo

w.html

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

大阪府

LEC梅

田駅前

本校

2019/0

9/07

10:30-1

7:30

LEC更新講習技能講習　企

業内キャリア形成支援の

為の実践カウンセリング

講習

中小企業内キャリア形成支援の特性等を理解し、事例検討を通し基本的な視点と面

接応答力を習得し、中小企業内キャリアコンサルティングに必要な実践的面接力を

磨きます。

20人 自 18,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/gino

u_kigyou.html

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

大阪府

LEC梅

田駅前

本校

2019/0

9/07

10:30-1

7:30

LEC更新講習技能講習　生

活困窮者自立支援現場に

学ぶ実践カウンセリング

講習

生活困窮者を取り巻く現状を理解し、キャリコンサルタントの視点から見た相談者

の就労阻害要因やその方策等を検討します。

20人 自 18,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/work

_randomness.ht

ml

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

福岡県

LEC福

岡本校

2019/0

9/08

10:30-1

7:30

LEC更新講習技能講習　認

知行動療法を用いた実践

キャリアコンサルティン

グ

認知行動療法の概念とアプローチ方法を理解し、キャリアコンサルタントとして必

要な知識を学び、キャリアコンサルティング場面への活用方法を学びます。

20人 自 18,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/gino

u_ninchi.html

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

東京都

LEC水

道橋本

校

2019/0

9/08

10:30-1

3:30

LEC更新講習技能講習　＜

キャリアレインボー＞を

活用した中高年支援

＜キャリアレインボー＞の理論を活用した中高年支援方法について実践的に学び、

中高年のキャリア形成を支援するキャリアコンサルタントの支援力を磨きます。

■「ワークシート」を用いたシリーズ講座です。補助教材としてワークブックを使います。ワークブッ

クは講座レジュメとして配布します。キャリア理論とその活用方法を学びたい方におすすめです。

20人 自 10,800円

Ａ 12,000円

他 12,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/work

_careerrainbo

w.html

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

東京都

LEC水

道橋本

校

2019/0

9/08

14:30-1

7:30

LEC更新講習技能講習　＜

計画された偶発性＞を活

用した就職・キャリア形

成支援

「計画された偶発性」理論を契機に転職、キャリア形成に向けた取り組みを実現し

た事例を紹介し、理論の実践への活用方法を学びます。

■「ワークシート」を用いたシリーズ講座です。補助教材としてワークブックを使います。ワークブッ

クは講座レジュメとして配布します。キャリア理論とその活用方法を学びたい方におすすめです。

20人 自 10,800円

Ａ 12,000円

他 12,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/work

_randomness.ht

ml

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

更新日 2019/09/01



開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

東京都 2019/0

9/13

13:30～

17:00

技能講習（カウンセリン

グ） ⑤ジョン・D・クル

ンボルツの理論を活用し

たアプローチ

本講座では、クルンボルツの理論、主にハプンスタンス学習理論の観点を、講義・

クルンボルツ博士のロールプレイの動画を通じて学びます。

その上で、学んだ理論を使って、キャリアコンサルティングのロールプレイを実

施。キャリアコンサルティングに活かせる視点を習得します。

■通信講座＜自宅学習＞：

　１．講義（オンライン視聴）

　　　クルンボルツの理論を講義により学びます。

　２．事前課題

　　　クルンボルツ博士のロールプレイを視聴。理論に基づくアプローチについて

学びます。

　　　予期せぬ出来事が自分の人生に影響を与えたエピソードをレポートとして作

成します。

■通学講座：

　通信講座で作成した事前課題をもとに、グループに分かれ、キャリアコンサルテ

ィングのロールプレイを実施。

20人 自 15,500円

Ａ 21,700円

他 21,700円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_KC0

5.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

東京都 2019/0

9/14

13:30～

17:00

技能講習（カウンセリン

グ） ⑥ナラティブ・キャ

リアカウンセリング

本講座では、ナラティブ・アプローチを取り入れたキャリアカウンセリング、「ナ

ラティブ キャリアカウンセリング」について解説。理論の背景や手法、サビカス

のキャリア構築理論を学びます。学んだことを参考に、キャリアストーリーインタ

ビューやライフラインチャートを活用し、ワークを実施。

キャリアコンサルティングに活用する視点を習得します。

■通信講座＜自宅学習＞：

１．講義（オンライン視聴）

　　ナラティブ・キャリアカウンセリングの理論を講義により学びます。

２．事前課題

　　キャリアストーリーインタビュー及びライフラインチャートを作成。

■通学講座：

通信講座で作成した事前課題をもとに、グループに分かれ、リフレクションワーク

を実施。

20人 自 15,500円

Ａ 21,700円

他 21,700円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_KC0

6.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

神奈川

県

2019/0

9/15

10:00～

17:00

技能講習（カウンセリン

グ） ⑨自己理解支援ツー

ルの体験とアプローチの

習得Ｂ ＜すごろくゲー

ム・社会人版の活用＞

本講習は、キャリアコンサルティング・キャリアカウンセリングにおいて重要な要

素の一つである、自己理解支援方法について、「人生すごろく『金の糸』」（社会

人版）という自己理解ツールを活用したアプローチを体験から学ぶプログラムで

す。

キャリアコンサルティング・キャリアカウンセリングとは何をするものなのか、と

問われたらあなたは何と答えますか。

本講習では、その答えとして、「自己概念の発達・成長」と考えています。

自己理解とは、自己概念の発達・成長の過程における一つのプロセスであり、 自

分自身のキャリアを形成する重要な位置づけを占めています。

“人生すごろく”をしながら仲間と共に経験を語り、自分自身のキャリア形成の原

動力となる自分らしさを明確にし、人生を切り拓くためのヒントを得る内容です。

体験することにより、自己理解支援の効果や方法、また、背景となる理論について

も学ぶことにより、皆様それぞれの現場において、キャリアコンサルティングを応

用するための考え方を学ぶことができます。

■通信講座＜自宅学習＞

・ライフイベントシート記入

・「印象に残る経験」を記入

■通学講座：

・グループに分かれて「人生すごろく金の糸・社会人版」ゲームを体験し、社会人

時代の経験について語りながら、自己理解を深め、自身の自己概念（金の糸）を言

語化していきます。

20人 自 15,500円

Ａ 21,700円

他 21,700円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_KC0

9.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222



開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

東京都

LEC水

道橋本

校

2019/0

9/15

10:30-1

7:30

LEC更新講習技能講習　認

知行動療法を用いた実践

キャリアコンサルティン

グ

認知行動療法の概念とアプローチ方法を理解し、キャリアコンサルタントとして必

要な知識を学び、キャリアコンサルティング場面への活用方法を学びます。

20人 自 18,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/gino

u_ninchi.html

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

大阪府 2019/0

9/16

10:00～

18:00

技能講習（カウンセリン

グ）②（中級編） キャリ

アコンサルタントの意図

性

【これは鉄則ですか？】

□とにかく、気持ちを聴くことが大切だ。

□寄り添って聴けば、自然に解決する。

□まずは、事実や事柄を聞くことだ。

□質問するのはよくない。

上記は、キャリアカウンセリングやキャリアコンサルティングを学ぶ際に、よく聞

くフレーズです。どれも間違いではありませんが、キャリアコンサルティングの全

体像の中の、ある一部分を取り上げた表現です。

つまり、樹木に例えれば、枝葉の部分です。重要なのは、根幹です。

学ぶ上で大切なことは、「何故そうするのか」というキャリアコンサルタントの意

図やキャリアカウンセリング・ キャリアコンサルティングは何を目指すのか、と

いうキャリアコンサルタントの役割意識です。

本研修は、キャリアコンサルティングの目的や心がけ・意図性といったそもそもの

大前提に注目します。キャリアコンサルティングで陥りがちなやりとりが何故起こ

るのか。

会話の記録と音声によるケースを通じて具体的に学び、ロールプレイにより個別に

フィードバックを受けられます。

＜プログラム＞

■キャリアカウンセリング・キャリアコンサルティングの理論

■ケース検討　─音声と逐語を使って―

■ロールプレイングの実施と振返り　─6人1グループで―

■全体振り返り

18人 自 18,600円

Ａ 26,000円

他 26,000円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_KC0

2.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

愛知県

LEC名

古屋駅

前本校

2019/0

9/16

10:30-1

7:30

LEC更新講習技能講習　企

業内キャリア形成支援の

為の実践カウンセリング

講習

中小企業内キャリア形成支援の特性等を理解し、事例検討を通し基本的な視点と面

接応答力を習得し、中小企業内キャリアコンサルティングに必要な実践的面接力を

磨きます。

20人 自 18,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/gino

u_kigyou.html

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

埼玉県

埼玉県

志木市

館2-5-

2鹿島

ビル4f

　志木

サテラ

イトオ

フィス

2019/0

9/17

10：30

～18:35

【更新講習／技能】キャ

リアコンサルタントが組

織に働きかけチェンジエ

ージェント（変える人）

となるためのセミナー～

ＯＤ（組織開発）の基礎

と実践プロセス～　

キャリアコンサルタントが「企業領域」でいま以上に活躍できるようになるにはど

うしたらいいか。その回答を「企業が変革できるような働き掛け（介入）を組織に

対して行うことである」としたうえで、そのための考え方や手法を「組織開発（Ｏ

Ｄ）」と呼ばれる領域で蓄積されてきた知見を学び実践する事で習得します。

●キャリアコンサルタントにとって今後必要な、企業領域へ進出するための技量と

は何か、が学べます。

●組織開発（ＯＤ）と呼ばれる領域で開発されてきたノウハウや知識を得た上で、

そのキャリアコンサルタントとしての活用の仕方を学べます。

●演習を通じて、ＯＤの創始者と言われるクルト・レヴィンが始めた「アクショ

ン・リサーチ」の一端を自ら体験することができます。

●現実に即したうえで、「チェンジ・エージェント（変革者）」になっていく、と

はどういうことかを、演習を通じて学びます。

詳しい内容や、お申込みページは、http://careerjp.work/cck/　をご覧ください。

＜今回の講座を受講頂いた方は、次回以降の講座を1500円割引にさせて頂きます＞

12人 自 16,000円

Ａ 15,500円

他 17,280円

http://careerj

p.work/cck/%e

8%ac%9b%e7%bf%

92%e5%86%85%e

5%ae%b9%ef%bc%

92/

一般財団法人　

地域連携プラッ

トフォーム

048-476-4600

東京都 2019/0

9/19

10:00～

18:00

技能講習（カウンセリン

グ）②（中級編） キャリ

アコンサルタントの意図

性

【これは鉄則ですか？】

□とにかく、気持ちを聴くことが大切だ。

□寄り添って聴けば、自然に解決する。

□まずは、事実や事柄を聞くことだ。

□質問するのはよくない。

上記は、キャリアカウンセリングやキャリアコンサルティングを学ぶ際に、よく聞

くフレーズです。どれも間違いではありませんが、キャリアコンサルティングの全

体像の中の、ある一部分を取り上げた表現です。

つまり、樹木に例えれば、枝葉の部分です。重要なのは、根幹です。

学ぶ上で大切なことは、「何故そうするのか」というキャリアコンサルタントの意

図やキャリアカウンセリング・ キャリアコンサルティングは何を目指すのか、と

いうキャリアコンサルタントの役割意識です。

本研修は、キャリアコンサルティングの目的や心がけ・意図性といったそもそもの

大前提に注目します。キャリアコンサルティングで陥りがちなやりとりが何故起こ

るのか。

会話の記録と音声によるケースを通じて具体的に学び、ロールプレイにより個別に

フィードバックを受けられます。

＜プログラム＞

■キャリアカウンセリング・キャリアコンサルティングの理論

■ケース検討　─音声と逐語を使って―

■ロールプレイングの実施と振返り　─6人1グループで―

■全体振り返り

18人 自 18,600円

Ａ 26,000円

他 26,000円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_KC0

2.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222



開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

大阪府

LEC梅

田駅前

本校

2019/0

9/20

18：45

－21：4

5

LEC更新講習技能講習　＜

計画された偶発性＞を活

用した就職・キャリア形

成支援

「計画された偶発性」理論を契機に転職、キャリア形成に向けた取り組みを実現し

た事例を紹介し、理論の実践への活用方法を学びます。

■「ワークシート」を用いたシリーズ講座です。補助教材としてワークブックを使います。ワークブッ

クは講座レジュメとして配布します。キャリア理論とその活用方法を学びたい方におすすめです。

20人 自 10,800円

Ａ 12,000円

他 12,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/work

_randomness.ht

ml

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

山形県

ビック

ウィン

グ研修

室

（山形

市平久

保100

番地）

2019/0

9/21

9:30-1

6:30

【JAICO】事例に学ぶ「メ

ンタルヘルスの理解と対

応」（技能講習）

メンタルヘルスの問題と対応についてより深く理解し、キャリアコンサルティング

の専門家にふさわしい見識と実践的な力を身につけます。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.cou

nselor-tohoku.

jp/kaiin/cc_ko

hshin.html

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

022-715-8114

東京都

ＬＥＣ

新宿エ

ルタワ

ー本校

2019/0

9/21

10：30

－17：3

0

LEC更新講習技能講習　発

達障害の就職支援・キャ

リア形成支援

キャリアコンサルティングに必要なレベルの発達障害に関する理解を深め、その

後、具体的な事例を用いて、「見立てと方針」「関係構築と目標設定」「職業キャ

リア構築」の手法について実践的に学びます。就労支援の現場で必要な発達障害に

関する知識を学びます。加えて、現場のキャリアコンサルティングに有効な支援方

法を演習を通じてトレーニングします。

20人 自 18,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/gino

u_hattatsu.htm

l

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

東京都

港区新

橋6-17

-17御

成門セ

ンター

ビル４

F

2019/0

9/21

10:00-1

7:00

【JAICO】体験的に学ぶア

ンガーマネジメント（技

能講習）

キャリアコンサルティングの支援の中で起こる可能性のある、怒りの感情をアンガ

ーマネジメントの立場から理解し、適切な支援方法と留意点を講義と事例ワークを

通じて身につけます。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568

東京都 2019/0

9/22

10:00～

17:00

技能講習(キャリアシー

ト） ジョブ・カード作成

支援演習【社会人支援】

ジョブ・カードの作成支援を効果的に行うための技量を身に着けるため、実際にジ

ョブ・カードを用いたキャリアコンサルティングを行い、振り返りを通じて習得し

ます。

■通信講座＜自宅学習＞：

　・ジョブカードのシート（職務経歴シート）に記入します。

　・キャリア形成支援の目的を自身の言葉で言語化。

■通学講座：

　・ジョブ・カード制度の目的や背景、及びキャリア形成の考え方について講義に

より学びます。

　・ジョブ・カードを使ったキャリア形成支援、また、クライエントに対するキャ

リア形成支援の効果的なあり方を実習・体験を通じて学びます。

20人 自 15,500円

Ａ 21,700円

他 21,700円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_KK0

1.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

東京都

LEC新

宿エル

タワー

本校

2019/0

9/22

10:30-1

7:30

LEC更新講習技能講習　生

活困窮者自立支援現場に

学ぶ実践カウンセリング

講習

生活困窮者を取り巻く現状を理解し、キャリコンサルタントの視点から見た相談者

の就労阻害要因やその方策等を検討します。

20人 自 18,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/work

_randomness.ht

ml

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

東京都

港区新

橋6-17

-17御

成門セ

ンター

ビル４

F

2019/0

9/22

10:00-1

7:00

【JAICO】事例に学ぶ「発

達障害の理解と対応」

（技能講習）

発達障害の問題と対応についてより深く理解し、キャリアコンサルティングの専門

家にふさわしい見識と実践的な力を身につけます。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568



開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

東京都

港区新

橋6-17

-17御

成門セ

ンター

ビル４

F

2019/0

9/22

10:00-1

7:00

【JAICO】就職支援に活か

す「構成的グループエン

カウンター」（技能講

習）

グループダイナミクスを体験する演習を通してファシリテーション力を高め、構成

的グループエンカウンターをキャリア支援に活かします。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568

大阪府 2019/0

9/23

13:30～

17:00

技能講習（カウンセリン

グ） ⑥ナラティブ・キャ

リアカウンセリング

本講座では、ナラティブ・アプローチを取り入れたキャリアカウンセリング、「ナ

ラティブ キャリアカウンセリング」について解説。理論の背景や手法、サビカス

のキャリア構築理論を学びます。学んだことを参考に、キャリアストーリーインタ

ビューやライフラインチャートを活用し、ワークを実施。

キャリアコンサルティングに活用する視点を習得します。

■通信講座＜自宅学習＞：

１．講義（オンライン視聴）

　　ナラティブ・キャリアカウンセリングの理論を講義により学びます。

２．事前課題

　　キャリアストーリーインタビュー及びライフラインチャートを作成。

■通学講座：

通信講座で作成した事前課題をもとに、グループに分かれ、リフレクションワーク

を実施。

20人 自 15,500円

Ａ 21,700円

他 21,700円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_KC0

6.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

東京都 2019/0

9/23

10:00～

17:00

技能講習（カウンセリン

グ） ⑨自己理解支援ツー

ルの体験とアプローチの

習得Ｂ ＜すごろくゲー

ム・社会人版の活用＞

本講習は、キャリアコンサルティング・キャリアカウンセリングにおいて重要な要

素の一つである、自己理解支援方法について、「人生すごろく『金の糸』」（社会

人版）という自己理解ツールを活用したアプローチを体験から学ぶプログラムで

す。

キャリアコンサルティング・キャリアカウンセリングとは何をするものなのか、と

問われたらあなたは何と答えますか。

本講習では、その答えとして、「自己概念の発達・成長」と考えています。

自己理解とは、自己概念の発達・成長の過程における一つのプロセスであり、 自

分自身のキャリアを形成する重要な位置づけを占めています。

“人生すごろく”をしながら仲間と共に経験を語り、自分自身のキャリア形成の原

動力となる自分らしさを明確にし、人生を切り拓くためのヒントを得る内容です。

体験することにより、自己理解支援の効果や方法、また、背景となる理論について

も学ぶことにより、皆様それぞれの現場において、キャリアコンサルティングを応

用するための考え方を学ぶことができます。

■通信講座＜自宅学習＞

・ライフイベントシート記入

・「印象に残る経験」を記入

■通学講座：

・グループに分かれて「人生すごろく金の糸・社会人版」ゲームを体験し、社会人

時代の経験について語りながら、自己理解を深め、自身の自己概念（金の糸）を言

語化していきます。

20人 自 15,500円

Ａ 21,700円

他 21,700円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_KC0

9.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

大阪府

LEC梅

田駅前

本校

2019/0

9/23

10:30-1

7:30

LEC更新講習技能講習　認

知行動療法を用いた実践

キャリアコンサルティン

グ

認知行動療法の概念とアプローチ方法を理解し、キャリアコンサルタントとして必

要な知識を学び、キャリアコンサルティング場面への活用方法を学びます。

20人 自 18,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/gino

u_ninchi.html

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

東京都

ＬＥＣ

水道橋

本校

2019/0

9/23

10：30

－17：3

0

LEC更新講習技能講習　ひ

きこもり、ニート支援現

場に学ぶ実践キャリアコ

ンサルティング

引きこもり、ニートなど若者を取り巻く環境、相談者の背景などについて確認しま

す。事例検討を通し、関係構築の方法、自己啓発のための応答方法等を習得しま

す。

若者を取り巻く課題に直面し、支援方法に悩むキャリアコンサルタントの方にお勧めです。これから大

学生や若年者などの支援を希望する方にも有益です。

20人 自 18,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/gino

u_hikikomori.h

tml

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464



開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

東京都

港区新

橋6-17

-17御

成門セ

ンター

ビル4F

2019/0

9/23

10：00-

17：00

【JAICO】自己理解演習

「セルフキャリアデザイ

ン」（技能講習）

キャリアを支援していく専門家として、自身のキャリアを振り返り、肯定的に受け

止め、自己理解を深め、将来に興味・関心を持つことが重要であり、そのプロセス

を体験学習します。

また、演習を通して、他者の経験を傾聴し、承認していくプロセスを学びます。

事前課題として、自己のキャリアの棚卸しを行ってきていただきます。 20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568

東京都

港区新

橋6-17

-17御

成門セ

ンター

ビル4F

2019/0

9/23

10：00-

17：00

【JAICO】キャリアコンサ

ルティング・プロセス理

解（技能講習）

キャリアコンサルティング・プロセス全体を理解し、プロセス・マネジメント・ス

キルを身につけます。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568

埼玉県

埼玉県

志木市

館2-5-

2鹿島

ビル4f

　志木

サテラ

イトオ

フィス

2019/0

9/27

10：30

～17:35

【更新講習／技能】セル

フ・キャリアドックの導

入・継続実施と組織活性

化を担うファシリテータ

養成講習

組織へのキャリアコンサルティングの導入・実施や、会議を始めとした組織内コミ

ュニケーションについてのコンサルテーション及び"変革支援”を行える者を「フ

ァシリテータ」と、本講習では位置付けます。そのようなファシリテーターになる

ためのスキル及び企業等へのアプローチ手法が実践的に学べる講習です。

●「セルフ・キャリアドック」の具体的な進め方や企業へのアプローチの仕方が学

べます。

●グループや組織についての知見が広がります。（組織開発＝ＯＤの分野で蓄積さ

れてきた情報が学べ、実践的に体感できます）

●企業へのコンサルテーションについてのスキルが身に付きます。

●ファシリテータに必要な技量とキャリアコンサルタントとの技量についての知見

が広がります。（キャリアコンサルタントはすぐにファシリテータになれる！）

詳しい内容や、お申込みページは、http://careerjp.work/cck/　をご覧ください。

＜今回の講座を受講頂いた方は、次回以降の講座を1500円割引にさせて頂きます＞

12人 自 12,500円

Ａ 12,000円

他 13,500円

http://careerj

p.work/cck/%e

8%ac%9b%e7%bf%

92%e5%86%85%e

5%ae%b9%ef%bc%

91/

一般財団法人　

地域連携プラッ

トフォーム

048-476-4600

岩手県

アイー

ナ８０

１

（盛岡

市盛岡

駅西通

１－７

－１）

2019/0

9/28

9:30-1

8:30

【JAICO】キャリアコンサ

ルタント更新知識講習

（知識講習）

キャリアコンサルティングを行なうために必要な知識の中でも、 さらなる強化と

最新情報の把握が求められる下記の科目を通学形式で学びます。

Ⅰ　職業能力の開発の知識

Ⅱ　人事管理及び労務管理の知識

Ⅲ　労働市場の知識

Ⅳ　労働関係法令及び社会保障制度の知識

Ⅴ　学校教育制度及びキャリア教育の知識

Ⅵ　メンタルヘルスの知識

Ⅶ　キャリアコンサルティングを適正に実施するために維持を図ることが必要な知

識

30人 自 15,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.cou

nselor-tohoku.

jp/kaiin/cc_ko

hshin.html

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

022-715-8114

福島県

郡中ビ

ル 会

議室C

（郡山

市虎丸

町１５

－４）

2019/0

9/28

9:30-1

8:30

【JAICO】キャリアコンサ

ルタント更新知識講習

（知識講習）

キャリアコンサルティングを行なうために必要な知識の中でも、 さらなる強化と

最新情報の把握が求められる下記の科目を通学形式で学びます。

Ⅰ　職業能力の開発の知識

Ⅱ　人事管理及び労務管理の知識

Ⅲ　労働市場の知識

Ⅳ　労働関係法令及び社会保障制度の知識

Ⅴ　学校教育制度及びキャリア教育の知識

Ⅵ　メンタルヘルスの知識

Ⅶ　キャリアコンサルティングを適正に実施するために維持を図ることが必要な知

識

30人 自 15,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

http://www.cou

nselor-tohoku.

jp/kaiin/cc_ko

hshin.html

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

022-715-8114

宮城県

LEC仙

台本校

2019/0

9/28

10：00-

13：00

LEC更新講習技能講習　キ

ャリアクラスター＜ホラ

ンドの六角形＞を活用し

た職業マッチング支援

キャリアクラスター＜ホランドの六角形＞を活用し、パーソナリティと職業興味・

関心探索方法、職業マッチング方法を実践的に学びます。

■「ワークシート」を用いたシリーズ講座です。補助教材としてワークブックを使います。 20人 自 10,800円

Ａ 12,000円

他 12,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/work

_holland.html

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464

宮城県

LEC仙

台本校

2019/0

9/28

14：00-

17：00

LEC更新講習技能講習　＜

ジョハリの窓＞「強み」

を活かす業界・企業研

究‐

＜ジョハリの窓＞を活用し、自己理解、自身の「強み」の見出し方の確認と、業

界・企業研究への活かし方を実践的に学びます。

■「ワークシート」を用いたシリーズ講座です。補助教材としてワークブックを使います。ワークブッ

クは講座レジュメとして配布します。キャリア理論とその活用方法を学びたい方におすすめです。

20人 自 10,800円

Ａ 12,000円

他 12,000円

http://www.lec

-jp.com/carico

n/koushin/work

_johari.html

株式会社東京リ

ーガルマインド

0570-064-464



開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

奈良県 2019/0

9/29

10:00～

17:00

技能講習（カウンセリン

グ） ⑨自己理解支援ツー

ルの体験とアプローチの

習得Ｂ ＜すごろくゲー

ム・社会人版の活用＞

本講習は、キャリアコンサルティング・キャリアカウンセリングにおいて重要な要

素の一つである、自己理解支援方法について、「人生すごろく『金の糸』」（社会

人版）という自己理解ツールを活用したアプローチを体験から学ぶプログラムで

す。

キャリアコンサルティング・キャリアカウンセリングとは何をするものなのか、と

問われたらあなたは何と答えますか。

本講習では、その答えとして、「自己概念の発達・成長」と考えています。

自己理解とは、自己概念の発達・成長の過程における一つのプロセスであり、 自

分自身のキャリアを形成する重要な位置づけを占めています。

“人生すごろく”をしながら仲間と共に経験を語り、自分自身のキャリア形成の原

動力となる自分らしさを明確にし、人生を切り拓くためのヒントを得る内容です。

体験することにより、自己理解支援の効果や方法、また、背景となる理論について

も学ぶことにより、皆様それぞれの現場において、キャリアコンサルティングを応

用するための考え方を学ぶことができます。

■通信講座＜自宅学習＞

・ライフイベントシート記入

・「印象に残る経験」を記入

■通学講座：

・グループに分かれて「人生すごろく金の糸・社会人版」ゲームを体験し、社会人

時代の経験について語りながら、自己理解を深め、自身の自己概念（金の糸）を言

語化していきます。

20人 自 15,500円

Ａ 21,700円

他 21,700円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_KC0

9.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

京都府 2019/0

9/30

10:00～

17:00

スキルアップ研修 セル

フ・キャリアドック制度

【実践演習】

本セミナーは、従業員の活力を引き出し、企業の成長へとつなげる総合的な仕組み

として、2015年以降、国のキャリア形成支援施策のなかで導入が推進されている

「セルフ・キャリアドック」について、外部・内部の専門家として、企業（組織）

への働きかけについて考え学ぶことができる実践的な内容です。

「セルフ・キャリアドック」を企業（組織）に根付かせるために、CDAとして何を

伝えどのような関わりを持てばよいのか、“現場”を意識して演習します。

今まさに私たちキャリアカウンセラーの専門性が求められています。

このセミナーで、主体的なキャリア形成の支援者としての心構えや、その専門性の

向上などについて考え、それぞれの“現場”へつなげていただきたいと思います。

■実習を中心としたセミナーです。現場でのキャリア研修、キャリアカウンセリン

グを演習とケーススタディで考えます。＜経営者との打ち合わせ→契約→実施→経

営者へのフィードバック＞

■セルフ・キャリアドック制度の導入について、外部・内部の専門家として実際に

どのような支援ができるのかを考えます。

★受講要件があります★

　本セミナーは、経験代謝に基づいて構成されています。

　そのため、経験代謝を使ったプログラム（下記）の、いずれかを受講していることが条件となりま

す。

　■CDA養成講座（第31回以降）

　■経験代謝ピアトレーニング

　■技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャリアカウンセリングのメカニズムと条件

　■技能講習（カウンセリング）②（中級編）キャリアコンサルタントの意図性

30人 自 19,440円

Ａ 27,200円

他 27,200円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_SC0

7.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

千葉県

東関東

支部

（柏市

柏2-6-

17染谷

エステ

ートビ

ル3F）

2019/1

0/03

9:30-1

6:30

【JAICO】キャリアコンサ

ルティング事例検討「若

年層」（技能）

若年層を対象としたキャリアコンサルティングの場面での事例を検討することによ

り、若年層の抱える課題を理解し、キャリアコンサルタントの専門家にふさわしい

見識と実践的な力を身につけます。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.co

-higashikanto.

jp/career_men

u/_1242.html

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

04-7168-7160



開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

兵庫県 2019/1

0/05

10:00～

18:00

技能講習（カウンセリン

グ）②（中級編） キャリ

アコンサルタントの意図

性

【これは鉄則ですか？】

□とにかく、気持ちを聴くことが大切だ。

□寄り添って聴けば、自然に解決する。

□まずは、事実や事柄を聞くことだ。

□質問するのはよくない。

上記は、キャリアカウンセリングやキャリアコンサルティングを学ぶ際に、よく聞

くフレーズです。どれも間違いではありませんが、キャリアコンサルティングの全

体像の中の、ある一部分を取り上げた表現です。

つまり、樹木に例えれば、枝葉の部分です。重要なのは、根幹です。

学ぶ上で大切なことは、「何故そうするのか」というキャリアコンサルタントの意

図やキャリアカウンセリング・ キャリアコンサルティングは何を目指すのか、と

いうキャリアコンサルタントの役割意識です。

本研修は、キャリアコンサルティングの目的や心がけ・意図性といったそもそもの

大前提に注目します。キャリアコンサルティングで陥りがちなやりとりが何故起こ

るのか。

会話の記録と音声によるケースを通じて具体的に学び、ロールプレイにより個別に

フィードバックを受けられます。

＜プログラム＞

■キャリアカウンセリング・キャリアコンサルティングの理論

■ケース検討　─音声と逐語を使って―

■ロールプレイングの実施と振返り　─6人1グループで―

■全体振り返り

18人 自 18,900円

Ａ 26,460円

他 26,460円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_KC0

2.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

東京都

港区新

橋6-17

-17御

成門セ

ンター

ビル４

F

2019/1

0/05

10:00-1

7:00

【JAICO】事例検討「がん

治療と就労の両立支援」

（技能講習）

「がん治療と就労の両立支援」が企業等に求められている昨今、がん患者が相談者

である事例を検討することにより、治療と就労の両立をキャリアコンサルタントと

してどう支援していけばよいかを学習します。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568

東京都

港区新

橋6-17

-17御

成門セ

ンター

ビル４

F

2019/1

0/05

10:00-1

7:00

【JAICO】事例に学ぶ学生

へのキャリアコンサルテ

ィング基礎編（技能講

習）

各年代の学生へのキャリアコンサルティングにおける支援（姿勢とスキル）の特徴

と留意点を、事例ワークやロールプレイを通じて身につけます。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568

大阪府 2019/1

0/06

10:00～

17:30

スキルアップ研修 メンタ

ルヘルスの問題を抱える

クライエントへの対応

キャリアカウンセラーはクライエントがもともと持っている自己成長の力を引き出

し、クライエントにとって望ましい方向へ支援するための専門家であり、メンタル

ヘルスの問題を持ったクライエントの治療を目的とした心理療法とは異なる。

しかし、雇用環境の変化や、変化の激しい経営環境によって、メンタルヘルスの問

題を抱えるクライエントが増大している昨今、メンタルヘルスの問題を抱えたクラ

イエントに出会うことも多く、何らかの対応をする必要に迫られることも生じる。

クライエントを専門家にリファーする場合にもそうしたクライエントへの理解があ

ることが役に立つ。

このような場合での「クライエントの理解の仕方、接し方」「医師などの専門家に

かかっているクライエントへの対応上の注意点」「諸専門家へのリファーにあたっ

ての留意点」、「自分自身の力量とクライエントへの対応可能な領域の見極め」な

ど、実践で使えるノウハウを習得する。

また、ケーススタディやディスカッションを行うことによって、処遇の実際につい

て学ぶ。

【特徴】

■ケースやディスカッションを通じて、キャリアカウンセラーとしての支援の範囲、限界、リファーに

ついて学ぶ。

■メンタル面で対応が必要なクライエントに対する基本的な知識・対応方法を習得することができる。

■参加型の講座。講義を聴くだけでなく自分も講義に参加し、人の意見に耳を傾け、自分自身の意見を

伝える時間を沢山設けている。

30人 自 15,700円

Ａ 21,980円

他 21,980円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_SU0

1.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222



開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

東京都 2019/1

0/07

10:00～

17:00

スキルアップ研修 セル

フ・キャリアドック制度

【実践演習】

本セミナーは、従業員の活力を引き出し、企業の成長へとつなげる総合的な仕組み

として、2015年以降、国のキャリア形成支援施策のなかで導入が推進されている

「セルフ・キャリアドック」について、外部・内部の専門家として、企業（組織）

への働きかけについて考え学ぶことができる実践的な内容です。

「セルフ・キャリアドック」を企業（組織）に根付かせるために、CDAとして何を

伝えどのような関わりを持てばよいのか、“現場”を意識して演習します。

今まさに私たちキャリアカウンセラーの専門性が求められています。

このセミナーで、主体的なキャリア形成の支援者としての心構えや、その専門性の

向上などについて考え、それぞれの“現場”へつなげていただきたいと思います。

■実習を中心としたセミナーです。現場でのキャリア研修、キャリアカウンセリン

グを演習とケーススタディで考えます。＜経営者との打ち合わせ→契約→実施→経

営者へのフィードバック＞

■セルフ・キャリアドック制度の導入について、外部・内部の専門家として実際に

どのような支援ができるのかを考えます。

★受講要件があります★

　本セミナーは、経験代謝に基づいて構成されています。

よって、経験代謝を使ったプログラム（下記）の、いずれかを受講していることが条件となります。

■CDA養成講座（第31回以降）

■キャリアコンサルタント養成講座（CDA資格対応）

■経験代謝ピアトレーニング

■技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャリアカウンセリングのメカニズムと条件

■技能講習（カウンセリング）②（中級編）キャリアコンサルタントの意図性

30人 自 19,800円

Ａ 27,720円

他 27,720円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_SC0

7.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

大阪府

アット

ビジネ

スセン

ターPR

EMIUM

新大

阪　91

0号室

2019/1

0/08

14:00-1

7:00

【CCA】ビジネススキルチ

ェックシート活用セミナ

ー[技能講習/3時間]

当協会開発のインフォーマルアセスメントツール「ビジネススキルチェックシー

ト」の活用をペアセッションを通じて学びます。

キャリアカウンセリングの中で、クライアントの自己理解や職業選択を支援するためにアセスメントツ

ールを使うことがあります。キャリアカウンセリング協会にて開発された「ビジネススキルチェックシ

ート」は、従来のインフォーマル・アセスメント・ツールでは十分にカバーされていない「能力」や

「適性」の領域に関するセルフ・アセスメント情報をクライアントに提供することにより、興味・関

心・価値観などの自己理解に加えて、能力・適性の自己認識を促進できる新しい切り口のツールです。 

講習では、ビジネススキルチェックシートの活用を目標に、講義の他、受講者自身がセルフチェックを

行い、その結果を元にペアセッションを体験します。

20人 自 4,600円

Ａ 5,750円

他 5,750円

http://bit.ly/

2Ti0fYt

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

東京都

港区新

橋6-17

-17御

成門セ

ンター

ビル４

F

2019/1

0/12

9:00-1

8:00

【JAICO】キャリアコンサ

ルタント更新知識講習

（知識講習）

キャリアコンサルティングを行なうために必要な知識の中でも、 さらなる強化と

最新情報の把握が求められる下記の科目を通学形式で学びます。

Ⅰ　職業能力の開発の知識

Ⅱ　人事管理及び労務管理の知識

Ⅲ　労働市場の知識

Ⅳ　労働関係法令及び社会保障制度の知識

Ⅴ　学校教育制度及びキャリア教育の知識

Ⅵ　メンタルヘルスの知識

Ⅶ　キャリアコンサルティングを適正に実施するために維持を図ることが必要な知

識

30人 自 15,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568

東京都 2019/1

0/13

10:00～

17:00

スキルアップ研修 ソリュ

ーションフォーカス(解決

志向)を用いたキャリアカ

ウンセリング

ソリューション・フォーカスとは、エリクソンの治療に関する考え方や技法から発

展し、できるだけ短期間に問題解決を行う手法として発展してきたブリーフセラピ

ーの流れを組むアプローチである。

原因追求ではなく、解決に焦点をあてたアプローチは、キャリアカウンセリングに

おいても効果的な手法だと思われる。

本講座では、ソリューション・フォーカスのアプローチをグループワークを通じて

体験的に習得し、キャリアカウンセリングにおいて応用するためのヒントを得るこ

とを目的とする。

20人 自 15,700円

Ａ 21,980円

他 21,980円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_SS0

1.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

東京都

港区新

橋6-17

-17御

成門セ

ンター

ビル４

F

2019/1

0/13

10:00-1

7:00

【JAICO】体験的に学ぶア

ンガーマネジメント（技

能講習）

キャリアコンサルティングの支援の中で起こる可能性のある、怒りの感情をアンガ

ーマネジメントの立場から理解し、適切な支援方法と留意点を講義と事例ワークを

通じて身につけます。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568



開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

東京都

港区新

橋6-17

-17御

成門セ

ンター

ビル4F

2019/1

0/13

10：00-

17：00

【JAICO】キャリアコンサ

ルティング・プロセス理

解（技能講習）

キャリアコンサルティング・プロセス全体を理解し、プロセス・マネジメント・ス

キルを身につけます。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568

東京都

港区新

橋6-17

-17御

成門セ

ンター

ビル４

F

2019/1

0/14

10:00-1

7:00

【JAICO】事例に学ぶ「発

達障害の理解と対応」

（技能講習）

発達障害の問題と対応についてより深く理解し、キャリアコンサルティングの専門

家にふさわしい見識と実践的な力を身につけます。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568

東京都

港区新

橋6-17

-17　

御成門

センタ

ービル

４F

2019/1

0/14

10：00-

17：00

【JAICO】事例に学ぶ女性

へのキャリアコンサルテ

ィング基礎編（技能講

習）

女性のキャリアコンサルティングの基本的な支援（姿勢とスキル）の特徴と留意点

を事例ワークやロールプレイを通じて身につけます。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568

大阪府 2019/1

0/15

10:00～

17:00

スキルアップ研修 セル

フ・キャリアドック制度

【実践演習】

本セミナーは、従業員の活力を引き出し、企業の成長へとつなげる総合的な仕組み

として、2015年以降、国のキャリア形成支援施策のなかで導入が推進されている

「セルフ・キャリアドック」について、外部・内部の専門家として、企業（組織）

への働きかけについて考え学ぶことができる実践的な内容です。

「セルフ・キャリアドック」を企業（組織）に根付かせるために、CDAとして何を

伝えどのような関わりを持てばよいのか、“現場”を意識して演習します。

今まさに私たちキャリアカウンセラーの専門性が求められています。

このセミナーで、主体的なキャリア形成の支援者としての心構えや、その専門性の

向上などについて考え、それぞれの“現場”へつなげていただきたいと思います。

■実習を中心としたセミナーです。現場でのキャリア研修、キャリアカウンセリン

グを演習とケーススタディで考えます。＜経営者との打ち合わせ→契約→実施→経

営者へのフィードバック＞

■セルフ・キャリアドック制度の導入について、外部・内部の専門家として実際に

どのような支援ができるのかを考えます。

★受講要件があります★

　本セミナーは、経験代謝に基づいて構成されています。

よって、経験代謝を使ったプログラム（下記）の、いずれかを受講していることが条件となります。

■CDA養成講座（第31回以降）

■キャリアコンサルタント養成講座（CDA資格対応）

■経験代謝ピアトレーニング

■技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャリアカウンセリングのメカニズムと条件

■技能講習（カウンセリング）②（中級編）キャリアコンサルタントの意図性

30人 自 19,800円

Ａ 27,720円

他 27,720円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_SC0

7.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

東京都 2019/1

0/19

10:00～

17:00

スキルアップ研修 面接官

基礎訓練

人事採用の経験の浅い方や面接未経験者を対象に、「面接の基礎知識」から「実際

の面接ができるスキル」の向上を行います。

学生さんへの面接トレーニングが的確にできるスキルの習得を目指します。

（１）受験者からの返答に１歩踏み込んだ追加質問

（２）受験者の体験を聞き出す質問

（３）心理学を応用した“間違いやすい評価”の認識

に注目した講座です。

24人 自 15,700円

Ａ 21,980円

他 21,980円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_SG0

1.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

東京都

浜松町

KCDホ

ール

（東京

都港区

浜松町

2-1-1

3）

2019/1

0/19

9：30～

16：30

面談における問題把握　

～目指せ！問題解決のプ

ロフェッショナル～

田中春秋先生　DVD発売記念2講座（DVD付）<SPECIAL PLAN 1>

『田中春秋解説　キャリアコンサルティング面談における「問題把握」～面談のプ

ロセスとフレーム～』9月発売を記念して、今回だけの特別

講座です。

面談プロセス項目の力を強化することで、クライアントの問題解決力を高めます

受講対象

・国家資格キャリアコンサルタント

・プロとして自分の解決力を向上させたい方

24人 自 15,000円

Ａ 15,000円

他 15,000円

https://www.ca

reer-cc.org/ev

ent/event00037

6.html

特定非営利活動

法人キャリアコ

ンサルティング

協議会

03-5402-5588



開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

東京都

港区新

橋6-17

-17御

成門セ

ンター

ビル４

F

2019/1

0/19

10:00-1

7:00

【JAICO】キャリアコンサ

ルティングの実践的事例

検討「キャリアチェン

ジ」（技能講習）

キャリアチェンジ（主に転職・再就職のケース）を対象としたキャリアコンサルテ

ィングの場面での事例を検討することにより、キャリアチェンジの抱える課題を理

解し、キャリアコンサルティングの専門家にふさわしい見識と実践的な力を身につ

けます。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568

東京都

港区新

橋6-17

-17御

成門セ

ンター

ビル４

F

2019/1

0/19

10:00-1

7:00

【JAICO】就職支援に活か

す「構成的グループエン

カウンター」（技能講

習）

グループダイナミクスを体験する演習を通してファシリテーション力を高め、構成

的グループエンカウンターをキャリア支援に活かします。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568

千葉県

東関東

支部

（柏市

柏2-6-

17染谷

エステ

ートビ

ル3F）

2019/1

0/20

9:30-1

6:30

【JAICO】ジョブ・カード

を用いたキャリアコンサ

ルティング（技能講習）

ジョブ・カードを用いたキャリアコンサルティングにおける支援（姿勢とスキル）

の特徴と留意点を、ワークやロールプレイを通じて身につけます。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.co

-higashikanto.

jp/career_men

u/_1242.html

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

04-7168-7160

大阪府

アット

ビジネ

スセン

ターPR

EMIUM

新大

阪　91

0号

室　

2019/1

0/20

10:00-1

8:00

【CCA】グループファシリ

テーションのためのカー

ドソート活用セミナー

自己理解や職業選択を支援するツール（ホランド理論を応用したカード）を活用し

たグループファシリテーション技法を学びます。

ホランドのパーソナリティと環境タイプ論（RIASEC）を元に、当協会で開発した「パーソナリティ・タ

イプ・カード」。このカードを活用したグループファシリテーションを体験し、ファシリテーション技

法を学ぶプログラムです。

講習ではカードソート体験の後、グループファシリテーションの進行イメージ作成から実際にファシリ

テーションを実施するまでを行います。受講後は企業研修や学生向けワークショップなどでも活用でき

ます。

20人 自 10,000円

Ａ 12,500円

他 12,500円

https://www.ca

reer-npo.org/l

earning/lineu

p/gcard.html

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

東京都

キャリ

アカウ

ンセリ

ング協

会　セ

ミナー

ルーム

2019/1

0/22

13:00-1

8:00

【CCA】キャリアコンサル

タントとしての セルフモ

ニタリング力向上講座

自分のカウンセリングを振り返る力＝キャリアコンサルティングの能力向上

本講座では、面談場面における自らの応答の根拠を明らかにした上で、クライエン

トの反応を通じてその応答の適切さを確認するプロセスを体験的に学びます。この

ことを通して、キャリアカウンセラーとしてカウンセリングを振り返る力の基礎を

身につけることを目的にしています。

キャリアカウンセリングを実施する上で不可欠な「問題解決力」を身に着けるためには、「問題をどう

とらえるか（視点）」と「問題を捉えた自分を認識すること（自覚-言語化）」を両輪として磨くことが

必要です。

本講座では「自覚と言語化」に焦点を当て、面談の介入場面において、自ら立てた仮説や方針に基づい

て行った対応が適切だったかどうか、自ら振り返り、適切に修正する力を磨くことを企図して開発いた

しました

18人 自 12,000円

Ａ 15,000円

他 15,000円

https://www.ca

reer-npo.org/l

earning/lineu

p/smonitoring.

html

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

茨城県 2019/1

0/26

09:45～

13:15

技能講習（カウンセリン

グ）①（入門編） キャリ

アカウンセリングのメカ

ニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門の講座。

事前学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条

件を学びます。

■事前課題　3.5時間＜自宅学習＞

※事前課題の回答は必須です。回答期日がありますのでご注意ください。

「キャリアカウンセリング・キャリアコンサルティングとは何か（全52ページ)」

を読んで、「経験代謝」の理論について学んだ点をまとめます。

理論をさらに深めるために、課題シートを使用して、自身の事例を理論に基づいて

概念化します。

■通学講座　3.5時間

学習した理論をもとに、キャリアカウンセリングの代表ロールプレイングと、グル

ープに分かれたロールプレイングを実施します。

参加者は、キャリアコンサルタント役、クライエント役、オブザーブ役の何れかの

体験を通して、キャリアカウンセリングの本質とは何かを考察します。

20人 自 0円

Ａ 10,200円

他 10,200円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_KC0

1.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222



開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

茨城県 2019/1

0/26

14:30～

18:00

技能講習（カウンセリン

グ） ⑧自己理解支援ツー

ルの体験とアプローチの

習得A ＜すごろくゲー

ム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演習

を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発

支援を習得します。

■通信講座 3.5時間 ＜自宅学習＞：

ライフラインチャートに主なライフイベントとライフラインを記入し、その中から

自分の「変化・成長」につながった出来事と「問題・否定的」と感じる出来事を選

びます。

それらが今の自分の職業キャリアとどのようにつながっているのかを振り返って頂

きます。

■通学講座 3.5時間：

グループに分かれて「人生すごろく金の糸」のゲームを体験し、小学校からの学生

時代の経験について語りながら、自己理解を深め、自身の自己概念（金の糸）を言

語化します。

さらに、講習を通じて得られた学びや気づきを日常、もしくはキャリアコンサルタ

ントとしての支援場面で活用するための行動目標を考えていきます。

20人 自 0円

Ａ 10,200円

他 10,200円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_KC0

8.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

東京都

港区新

橋6-17

-17御

成門セ

ンター

ビル４

F

2019/1

0/26

10:00-1

7:00

【JAICO】キャリアコンサ

ルティングに必要な「グ

ループアプローチの技

能・基礎編」（技能講

習）

グループを活用したキャリアコンサルティングの意義、有効性、進め方の留意点等

について理解し、それらを踏まえてグループアプローチを実践できる事を目的とし

ます。

20人 自 16,000円

Ａ 20,000円

他 20,000円

https://www.ja

ico.cc/koushi

n/pdf/1905_hon

bu.pdf

一般社団法人　

日本産業カウン

セラー協会

03-3438-4568

石川県 2019/1

0/27

09:45～

13:15

技能講習（カウンセリン

グ）①（入門編） キャリ

アカウンセリングのメカ

ニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門の講座。

事前学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条

件を学びます。

■事前課題　3.5時間＜自宅学習＞

※事前課題の回答は必須です。回答期日がありますのでご注意ください。

「キャリアカウンセリング・キャリアコンサルティングとは何か（全52ページ)」

を読んで、「経験代謝」の理論について学んだ点をまとめます。

理論をさらに深めるために、課題シートを使用して、自身の事例を理論に基づいて

概念化します。

■通学講座　3.5時間

学習した理論をもとに、キャリアカウンセリングの代表ロールプレイングと、グル

ープに分かれたロールプレイングを実施します。

参加者は、キャリアコンサルタント役、クライエント役、オブザーブ役の何れかの

体験を通して、キャリアカウンセリングの本質とは何かを考察します。

20人 自 0円

Ａ 10,200円

他 10,200円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_KC0

1.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222

石川県 2019/1

0/27

14:30～

18:00

技能講習（カウンセリン

グ） ⑧自己理解支援ツー

ルの体験とアプローチの

習得A ＜すごろくゲー

ム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演習

を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発

支援を習得します。

■通信講座 3.5時間 ＜自宅学習＞：

ライフラインチャートに主なライフイベントとライフラインを記入し、その中から

自分の「変化・成長」につながった出来事と「問題・否定的」と感じる出来事を選

びます。

それらが今の自分の職業キャリアとどのようにつながっているのかを振り返って頂

きます。

■通学講座 3.5時間：

グループに分かれて「人生すごろく金の糸」のゲームを体験し、小学校からの学生

時代の経験について語りながら、自己理解を深め、自身の自己概念（金の糸）を言

語化します。

さらに、講習を通じて得られた学びや気づきを日常、もしくはキャリアコンサルタ

ントとしての支援場面で活用するための行動目標を考えていきます。

20人 自 0円

Ａ 10,200円

他 10,200円

https://www.j-

cda.jp/semina

r/detail/semin

ar_review_KC0

8.html

特定非営利活動

法人日本キャリ

ア開発協会

03-6661-6222



開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

東京都

キャリ

アカウ

ンセリ

ング協

会　セ

ミナー

ルーム

2019/1

1/03

13:00-1

8:00

【CCA】キャリアコンサル

タントとしての セルフモ

ニタリング力向上講座

自分のカウンセリングを振り返る力＝キャリアコンサルティングの能力向上

本講座では、面談場面における自らの応答の根拠を明らかにした上で、クライエン

トの反応を通じてその応答の適切さを確認するプロセスを体験的に学びます。この

ことを通して、キャリアカウンセラーとしてカウンセリングを振り返る力の基礎を

身につけることを目的にしています。

キャリアカウンセリングを実施する上で不可欠な「問題解決力」を身に着けるためには、「問題をどう

とらえるか（視点）」と「問題を捉えた自分を認識すること（自覚-言語化）」を両輪として磨くことが

必要です。

本講座では「自覚と言語化」に焦点を当て、面談の介入場面において、自ら立てた仮説や方針に基づい

て行った対応が適切だったかどうか、自ら振り返り、適切に修正する力を磨くことを企図して開発いた

しました

18人 自 12,000円

Ａ 15,000円

他 15,000円

https://www.ca

reer-npo.org/l

earning/lineu

p/smonitoring.

html

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

愛知県

AP名古

屋・名

駅 Ｋ

ルーム

2019/1

1/04

10:00-1

8:00

【CCA】グループファシリ

テーションのためのカー

ドソート活用セミナー

自己理解や職業選択を支援するツール（ホランド理論を応用したカード）を活用し

たグループファシリテーション技法を学びます。

ホランドのパーソナリティと環境タイプ論（RIASEC）を元に、当協会で開発した「パーソナリティ・タ

イプ・カード」。このカードを活用したグループファシリテーションを体験し、ファシリテーション技

法を学ぶプログラムです。

講習ではカードソート体験の後、グループファシリテーションの進行イメージ作成から実際にファシリ

テーションを実施するまでを行います。受講後は企業研修や学生向けワークショップなどでも活用でき

ます。

20人 自 10,000円

Ａ 12,500円

他 12,500円

https://www.ca

reer-npo.org/l

earning/lineu

p/gcard.html

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

東京都

キャリ

アカウ

ンセリ

ング協

会　セ

ミナー

ルーム

2019/1

1/06

9:30-1

8:30

【CCA】キャリアカウンセ

ラーのための組織開発講

座（入門編）

キャリアコンサルタント資格を取得され、1対1の面接に加えて組織へのアプローチ

についても学びたいと考える方を対象にした、「組織開発の基本と代表的な手法」

を学習するための入門編です。いくつかのツールや個人ワーク、グループワークを

通じて組織開発の基礎を学ぶことで、ご自身をとりまく環境に合わせて「自分なり

の組織開発ノウハウを創造するための扉を開く」ことが目的です。（全2日間）

一日目：2019年11月6日(水)　9:30-18:30

二日目：2019年11月20日(水) 9:30-18:30

ツールの一つとして学んでいただく「キャリア風土診断サーベイ」は、必要に応じて現場で自由に活

用・応用頂ける仕様になっています。

18人 自 50,000円

Ａ 62,500円

他 62,500円

https://www.ca

reer-npo.org/l

earning/lineu

p/odtraining.h

tml

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

東京都

新橋会

議室　

5C

2019/1

1/09

9:30-1

8:30

【CCA】キャリアカウンセ

ラー 　アドバンス・トレ

ーニング[技能講習/35時

間]

「キャリアコンサルタント養成講習」でキャリアカウンセリングの基礎を身につけ

た後、カウンセリングの全プロセス（関係構築～終了）を１つずつ手順を踏みなが

ら経験し、確実かつ実践的に身につけられるようになることを目指します。個人特

性や社会背景などの異なるさまざまなクライアントとの面接に対応できるようにな

る第一歩として、おすすめのトレーニングです。

東京11月開講

1日目：2019年11月9日(土)　　新橋会議室　5C

2日目：2019年11月10日(日)　 新橋会議室　5C

3日目：2019年11月30日(土) リクルートGINZA8ビル　1階会議室

4日目：2019年12月1日(日) リクルートGINZA8ビル　1階会議室

18人 自 104,000円

Ａ 130,000円

他 130,000円

http://bit.ly/

2TgTdTW

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

東京都

ヒュー

リック

銀座7

丁目ビ

ル　4

階会議

室

2019/1

1/09

9:30-1

8:30

【CCA】キャリアコンサル

ティング実践講座 （総合

編）[技能講習/17時間]

面接の中で行わなければならない要素、キャリアカウンセリング/キャリアコンサ

ルティングの全プロセスの、

　　● 相談者との「関係構築」 　　

　　● 相談者の抱えている「問題の把握」 　　

　　● 問題に対する「目標設定」　　

　　● 「方策」の具体的な提示

を実践できるようになる事を目標とした２日間の講座です。

クライアントに的確に相談支援ができるレベルを目指している方にご受講いただき

たい内容となっております。

2019年11月9日(土)・10日(日)9:30-18:30

18人 自 24,000円

Ａ 30,000円

他 30,000円

https://www.ca

reer-npo.org/l

earning/lineu

p/practice3.ht

ml

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

大阪府

AP大阪

東梅田

日本生

命ビル

2019/1

1/09

9:30-1

8:30

【CCA】キャリアコンサル

ティング実践講座 （総合

編）[技能講習/17時間]

面接の中で行わなければならない要素、キャリアカウンセリング/キャリアコンサ

ルティングの全プロセスの、

　　● 相談者との「関係構築」 　　

　　● 相談者の抱えている「問題の把握」 　　

　　● 問題に対する「目標設定」　　

　　● 「方策」の具体的な提示

を実践できるようになる事を目標とした２日間の講座です。

クライアントに的確に相談支援ができるレベルを目指している方にご受講いただき

たい内容となっております。

2019年11月9日(土)・10日(日)9:30-18:30

18人 自 24,000円

Ａ 30,000円

他 30,000円

https://www.ca

reer-npo.org/l

earning/lineu

p/practice3.ht

ml

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569



開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

東京都

キャリ

アカウ

ンセリ

ング協

会　セ

ミナー

ルーム

（新橋

駅徒歩

1～2

分）

2019/1

1/13

9:30-1

8:30

【CCA】ケースによる問題

解決基礎講座[技能講習/8

時間]

クライアントに有効なカウンセリングをするために、クライアントの問題を構造的

にとらえる視点や考え方を学びます。２つの相談ケースを題材に、問題解決のため

の思考技術を習得します

問題解決の基礎を学ぶ＝カウンセリングの基礎を学ぶこと

この講座の特徴は、クライアントの相談ケースを題材にして、クライアントに役に立つ問題解決を考え

るための思考技術の習得に焦点を当てていることです。個人ワークに加え、グループで検討することに

より視点を広げ、カウンセリングに役立てられることを目指します。

　知識やノウハウを一方的にお教えする研修ではありません。受講者の皆さまご自身で２つのケースに

取り組んで頂き、自分の問題解決の特徴に気づき、自ら最適な問題解決プロセスを再構築していく研修

になります。（検討ケースは、当協会で準備いたします）

キャリアカウンセラーとしての活動されている皆さまが今以上に活躍いただくためには、 こうした学習

方法が最も有効であると考えております。

今回の研修の開発に構想段階から携わっていただいた筑波大学名誉教授で当協会特別顧問の渡辺三枝子

先生、GCDFトレーニングで活躍されている橋本幸晴先生に研修ファシリテーターを務めていただきま

す。

18人 自 26,000円

Ａ 32,500円

他 32,500円

http://bit.ly/

2Thl5XO

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

福岡県

天神チ

クモク

ビル　

小ホー

ル

2019/1

1/15

19:00-2

2:00

【CCA】個別カウンセリン

グ場面のためのカードソ

ート活用セミナー[技能講

習/3時間]

相談者の自己理解や職業選択を支援するアセスメントツール（ホランド理論を応用

したカード）を活用した面接技法を学びます。

ホランドのパーソナリティと環境タイプ論（RIASEC）を元に当協会で開発した「パーソナリティ・タイ

プ・カード」。このカードを実際のカウンセリング場面で活用することを目標に、受講者自身がロール

プレイングを通じて学ぶプログラムです。

20人 自 4,600円

Ａ 5,750円

他 5,750円

http://bit.ly/

2ThdwAr

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

福岡県

リファ

レンス

大博多

2019/1

1/16

9:30-1

8:30

【CCA】キャリアコンサル

ティング実践講座 （関係

構築編）

カウンセリングプロセスの基盤である関係構築に焦点を当て、有効なキャリアカウ

ンセリングを行うための技能を磨きます

面接は「関係構築」から始まります。ただし、その関係は面接の間中続きますし、その関係を保つこと

が、面接を進めることにつながります。 この講座では、「クライアントの問題把握」の観点からＣＬの

話をきくことを意識した面接のロールプレイを行います。 ご自身の課題として、関係構築力が弱いとお

感じの方にお勧めの講座です。関係構築をすることの大事さをを学んで頂きたいと思います。

18人 自 12,500円

Ａ 15,600円

他 15,600円

https://www.ca

reer-npo.org/l

earning/lineu

p/practice1.ht

ml

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

福岡県

リファ

レンス

大博多

2019/1

1/17

9:30-1

8:30

【CCA】キャリアコンサル

ティング実践講座 （問題

把握・具体的展開編）

問題把握・目標の明確化・具体的な方策の検討まで、カウンセリングの後半過程に

焦点を当て、熟練レベルの技能を磨きます

面接は、「問題把握」することが重要なポイントになります。ご自身の課題として、問題把握力が弱い

とお感じの方にお勧めの講座です。問題把握から目標の明確化、具体的な方策の検討まで、特にカウン

セリングプロセスの後半過程に焦点を当て、問題把握の方法・スキルを学んでいただきます。

熟練レベルのキャリアカウンセラーとして、個人の相談に対して相談者の問題・課題などを見立てるこ

とができ、１対１の相談支援が的確にできるようになることを目指します

18人 自 12,500円

Ａ 15,600円

他 15,600円

https://www.ca

reer-npo.org/l

earning/lineu

p/practice2.ht

ml

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

愛知県

日土地

名古屋

ビル　

10階　

リクル

ート会

議室

（A/

B）

2019/1

1/23

14:00-1

7:00

【CCA】ビジネススキルチ

ェックシート活用セミナ

ー[技能講習/3時間]

当協会開発のインフォーマルアセスメントツール「ビジネススキルチェックシー

ト」の活用をペアセッションを通じて学びます。

キャリアカウンセリングの中で、クライアントの自己理解や職業選択を支援するためにアセスメントツ

ールを使うことがあります。キャリアカウンセリング協会にて開発された「ビジネススキルチェックシ

ート」は、従来のインフォーマル・アセスメント・ツールでは十分にカバーされていない「能力」や

「適性」の領域に関するセルフ・アセスメント情報をクライアントに提供することにより、興味・関

心・価値観などの自己理解に加えて、能力・適性の自己認識を促進できる新しい切り口のツールです。 

講習では、ビジネススキルチェックシートの活用を目標に、講義の他、受講者自身がセルフチェックを

行い、その結果を元にペアセッションを体験します。

20人 自 4,600円

Ａ 5,750円

他 5,750円

http://bit.ly/

2Ti0fYt

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

東京都

ヒュー

リック

銀座７

丁目ビ

ル（G

7）

2019/1

1/23

9:30-1

8:30

【CCA】キャリアコンサル

ティング実践講座 （関係

構築編）

カウンセリングプロセスの基盤である関係構築に焦点を当て、有効なキャリアカウ

ンセリングを行うための技能を磨きます

面接は「関係構築」から始まります。ただし、その関係は面接の間中続きますし、その関係を保つこと

が、面接を進めることにつながります。 この講座では、「クライアントの問題把握」の観点からＣＬの

話をきくことを意識した面接のロールプレイを行います。 ご自身の課題として、関係構築力が弱いとお

感じの方にお勧めの講座です。関係構築をすることの大事さをを学んで頂きたいと思います。

18人 自 12,500円

Ａ 15,600円

他 15,600円

https://www.ca

reer-npo.org/l

earning/lineu

p/practice1.ht

ml

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

東京都

ヒュー

リック

銀座７

丁目ビ

ル（G

7）

2019/1

1/24

9:30-1

8:30

【CCA】キャリアコンサル

ティング実践講座 （問題

把握・具体的展開編）

問題把握・目標の明確化・具体的な方策の検討まで、カウンセリングの後半過程に

焦点を当て、熟練レベルの技能を磨きます

面接は、「問題把握」することが重要なポイントになります。ご自身の課題として、問題把握力が弱い

とお感じの方にお勧めの講座です。問題把握から目標の明確化、具体的な方策の検討まで、特にカウン

セリングプロセスの後半過程に焦点を当て、問題把握の方法・スキルを学んでいただきます。

熟練レベルのキャリアカウンセラーとして、個人の相談に対して相談者の問題・課題などを見立てるこ

とができ、１対１の相談支援が的確にできるようになることを目指します

18人 自 12,500円

Ａ 15,600円

他 15,600円

https://www.ca

reer-npo.org/l

earning/lineu

p/practice2.ht

ml

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569



開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

東京都

キャリ

アカウ

ンセリ

ング協

会　セ

ミナー

ルーム

（新橋

駅徒歩

1～2

分）

2019/1

1/27

19:00-2

2:00

【CCA】ビジネススキルチ

ェックシート活用セミナ

ー[技能講習/3時間]

当協会開発のインフォーマルアセスメントツール「ビジネススキルチェックシー

ト」の活用をペアセッションを通じて学びます。

キャリアカウンセリングの中で、クライアントの自己理解や職業選択を支援するためにアセスメントツ

ールを使うことがあります。キャリアカウンセリング協会にて開発された「ビジネススキルチェックシ

ート」は、従来のインフォーマル・アセスメント・ツールでは十分にカバーされていない「能力」や

「適性」の領域に関するセルフ・アセスメント情報をクライアントに提供することにより、興味・関

心・価値観などの自己理解に加えて、能力・適性の自己認識を促進できる新しい切り口のツールです。 

講習では、ビジネススキルチェックシートの活用を目標に、講義の他、受講者自身がセルフチェックを

行い、その結果を元にペアセッションを体験します。

20人 自 4,600円

Ａ 5,750円

他 5,750円

http://bit.ly/

2Ti0fYt

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

愛知県

AP名古

屋・名

駅　Q

ルーム

2019/1

1/30

9:30-1

8:30

【CCA】キャリアカウンセ

ラーのための組織開発講

座（入門編）

キャリアコンサルタント資格を取得され、1対1の面接に加えて組織へのアプローチ

についても学びたいと考える方を対象にした、「組織開発の基本と代表的な手法」

を学習するための入門編です。いくつかのツールや個人ワーク、グループワークを

通じて組織開発の基礎を学ぶことで、ご自身をとりまく環境に合わせて「自分なり

の組織開発ノウハウを創造するための扉を開く」ことが目的です。（全2日間）

一日目：2019年11月30日（土）　9:30-18:30

二日目：2019年12月1日（日） 　 9:30-18:30

ツールの一つとして学んでいただく「キャリア風土診断サーベイ」は、必要に応じて現場で自由に活

用・応用頂ける仕様になっています。

18人 自 50,000円

Ａ 62,500円

他 62,500円

https://www.ca

reer-npo.org/l

earning/lineu

p/odtraining.h

tml

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

埼玉県

埼玉県

志木市

館2-5-

2鹿島

ビル4f

　志木

サテラ

イトオ

フィス

2019/1

2/17

10：30

～18:35

【更新講習／技能】キャ

リアコンサルタントが組

織に働きかけチェンジエ

ージェント（変える人）

となるためのセミナー～

ＯＤ（組織開発）の基礎

と実践プロセス～　

キャリアコンサルタントが「企業領域」でいま以上に活躍できるようになるにはど

うしたらいいか。その回答を「企業が変革できるような働き掛け（介入）を組織に

対して行うことである」としたうえで、そのための考え方や手法を「組織開発（Ｏ

Ｄ）」と呼ばれる領域で蓄積されてきた知見を学び実践する事で習得します。

●キャリアコンサルタントにとって今後必要な、企業領域へ進出するための技量と

は何か、が学べます。

●組織開発（ＯＤ）と呼ばれる領域で開発されてきたノウハウや知識を得た上で、

そのキャリアコンサルタントとしての活用の仕方を学べます。

●演習を通じて、ＯＤの創始者と言われるクルト・レヴィンが始めた「アクショ

ン・リサーチ」の一端を自ら体験することができます。

●現実に即したうえで、「チェンジ・エージェント（変革者）」になっていく、と

はどういうことかを、演習を通じて学びます。

詳しい内容や、お申込みページは、http://careerjp.work/cck/　をご覧ください。

＜今回の講座を受講頂いた方は、次回以降の講座を1500円割引にさせて頂きます＞

12人 自 16,000円

Ａ 15,500円

他 17,280円

http://careerj

p.work/cck/%e

8%ac%9b%e7%bf%

92%e5%86%85%e

5%ae%b9%ef%bc%

92/

一般財団法人　

地域連携プラッ
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048-476-4600

東京都

新橋ビ

ジネス

フォー

ラム

2019/1

2/21

9:30-1

8:00

【CCA】領域別技能講習

　（大学キャリアカウン

セラー）[技能講習/15時

間]

大学組織において、キャリアカウンセラーが果たすべき役割とは？

学生クライアントへの対応や、大学職員や教員との関わり方、キャリア支援の現状

について、大学に関わっているキャリアカウンセラー同士で考えてみませんか？こ

の講座は「大学」という活動領域に特化したプログラムです。

12月21日（土）・22日（日）全2日間　各回 9:30-18:00

本研修は「ワークショップ」という形式をとっており、知識やノウハウをお教えする研修ではありませ

ん。受講者の皆さまがご自身で現状や課題を振り返り、ワークを体験しながら、自ら考え、気づき、掴

み取っていく2日間になります。

20人 自 52,000円

Ａ 65,000円

他 65,000円

https://www.ca

reer-npo.org/l

earning/lineu

p/univ.html

特定非営利活動

法人キャリアカ

ウンセリング協

会

03-3591-3569

埼玉県

埼玉県

志木市

館2-5-

2鹿島

ビル4f

　志木

サテラ

イトオ

フィス

2019/1

2/27

10：30

～17:35

【更新講習／技能】セル

フ・キャリアドックの導

入・継続実施と組織活性

化を担うファシリテータ

養成講習

組織へのキャリアコンサルティングの導入・実施や、会議を始めとした組織内コミ

ュニケーションについてのコンサルテーション及び"変革支援”を行える者を「フ

ァシリテータ」と、本講習では位置付けます。そのようなファシリテーターになる

ためのスキル及び企業等へのアプローチ手法が実践的に学べる講習です。

●「セルフ・キャリアドック」の具体的な進め方や企業へのアプローチの仕方が学

べます。

●グループや組織についての知見が広がります。（組織開発＝ＯＤの分野で蓄積さ

れてきた情報が学べ、実践的に体感できます）

●企業へのコンサルテーションについてのスキルが身に付きます。

●ファシリテータに必要な技量とキャリアコンサルタントとの技量についての知見

が広がります。（キャリアコンサルタントはすぐにファシリテータになれる！）

詳しい内容や、お申込みページは、http://careerjp.work/cck/　をご覧ください。

＜今回の講座を受講頂いた方は、次回以降の講座を1500円割引にさせて頂きます＞

12人 自 12,500円

Ａ 12,000円

他 13,500円

http://careerj

p.work/cck/%e

8%ac%9b%e7%bf%

92%e5%86%85%e

5%ae%b9%ef%bc%
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開催地 開講日 時間 講座名 講座概要 講座補足・備考 定員 受講料 申込先 主催団体

埼玉県

埼玉県

志木市

館2-5-

2鹿島

ビル4f

　志木

サテラ

イトオ

フィス

2020/0

3/17

10：30

～18:35

【更新講習／技能】キャ

リアコンサルタントが組

織に働きかけチェンジエ

ージェント（変える人）

となるためのセミナー～

ＯＤ（組織開発）の基礎

と実践プロセス～　

キャリアコンサルタントが「企業領域」でいま以上に活躍できるようになるにはど

うしたらいいか。その回答を「企業が変革できるような働き掛け（介入）を組織に

対して行うことである」としたうえで、そのための考え方や手法を「組織開発（Ｏ

Ｄ）」と呼ばれる領域で蓄積されてきた知見を学び実践する事で習得します。

●キャリアコンサルタントにとって今後必要な、企業領域へ進出するための技量と

は何か、が学べます。

●組織開発（ＯＤ）と呼ばれる領域で開発されてきたノウハウや知識を得た上で、

そのキャリアコンサルタントとしての活用の仕方を学べます。

●演習を通じて、ＯＤの創始者と言われるクルト・レヴィンが始めた「アクショ

ン・リサーチ」の一端を自ら体験することができます。

●現実に即したうえで、「チェンジ・エージェント（変革者）」になっていく、と

はどういうことかを、演習を通じて学びます。

詳しい内容や、お申込みページは、http://careerjp.work/cck/　をご覧ください。

＜今回の講座を受講頂いた方は、次回以降の講座を1500円割引にさせて頂きます＞

12人 自 16,000円

Ａ 15,500円

他 17,280円

http://careerj

p.work/cck/%e

8%ac%9b%e7%bf%

92%e5%86%85%e

5%ae%b9%ef%bc%

92/

一般財団法人　

地域連携プラッ

トフォーム

048-476-4600

埼玉県

埼玉県

志木市

館2-5-

2鹿島

ビル4f

　志木

サテラ

イトオ

フィス

2020/0

3/27

10：30

～17:35

【更新講習／技能】セル

フ・キャリアドックの導

入・継続実施と組織活性

化を担うファシリテータ

養成講習

組織へのキャリアコンサルティングの導入・実施や、会議を始めとした組織内コミ

ュニケーションについてのコンサルテーション及び"変革支援”を行える者を「フ

ァシリテータ」と、本講習では位置付けます。そのようなファシリテーターになる

ためのスキル及び企業等へのアプローチ手法が実践的に学べる講習です。

●「セルフ・キャリアドック」の具体的な進め方や企業へのアプローチの仕方が学

べます。

●グループや組織についての知見が広がります。（組織開発＝ＯＤの分野で蓄積さ

れてきた情報が学べ、実践的に体感できます）

●企業へのコンサルテーションについてのスキルが身に付きます。

●ファシリテータに必要な技量とキャリアコンサルタントとの技量についての知見

が広がります。（キャリアコンサルタントはすぐにファシリテータになれる！）

詳しい内容や、お申込みページは、http://careerjp.work/cck/　をご覧ください。

＜今回の講座を受講頂いた方は、次回以降の講座を1500円割引にさせて頂きます＞

12人 自 12,500円

Ａ 12,000円

他 13,500円

http://careerj

p.work/cck/%e

8%ac%9b%e7%bf%

92%e5%86%85%e

5%ae%b9%ef%bc%

91/

一般財団法人　

地域連携プラッ

トフォーム

048-476-4600


